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ボランティア相談窓口ボランティア相談窓口はは

平日平日：：８時８時3030分～分～1717時時1515分　分　水曜日水曜日はは1919時時3030分まで。分まで。

毎月第１毎月第１・・３の３の土曜日土曜日は開所します。は開所します。　　

今後の開所日は７月１６日今後の開所日は７月１６日・・８月６日８月６日・・２０日です。２０日です。

 
ボランティア登録状況ボランティア登録状況

（平成２３年６月末日）（平成２３年６月末日）

　個人登録　個人登録 ：： １１２名１１２名

　団体登録　団体登録 ：： ７４団体７４団体

　　（団体）　　２　　（団体）　　２ ,, ５０３名５０３名

　　　　合計　　２　　　　合計　　２ ,, ６１５名６１５名

　　

　　

　　

お
知
ら
せ

 

社会福祉法人　葛飾区社会福祉協議会社会福祉法人　葛飾区社会福祉協議会

音訳ボランティア養成講座音訳ボランティア養成講座((入門入門))受講者募集！受講者募集！

    視覚に障がいをお持ちの方のために、視覚に障がいをお持ちの方のために、書籍や文書を音声訳し、書籍や文書を音声訳し、提供する技術やボ提供する技術やボ

ランティア活動について学ぶ講座です。ランティア活動について学ぶ講座です。

◆対◆対    象象：：区内在住で、区内在住で、全日程修了後、全日程修了後、音訳ボランティアとして活動できる方音訳ボランティアとして活動できる方

◆日◆日    時時：：８月１８日～１０月２７日８月１８日～１０月２７日（毎週木曜）（毎週木曜）全１１回全１１回

                　午後１時３０分～３時３０分　午後１時３０分～３時３０分

◆会◆会    場場：：ウェルピアかつしか１階ボランティア活動室ウェルピアかつしか１階ボランティア活動室

◆受講料◆受講料：：１１,,０００円０００円

◆定◆定    員員：：２０名２０名((申込多数の場合は抽選申込多数の場合は抽選))

◆講◆講    師師：：中中  島島  久久  子　氏子　氏（日本点字図書館講師）（日本点字図書館講師）

◆協◆協    力力：：葛飾音訳ボランティアの会葛飾音訳ボランティアの会

◆申込方法◆申込方法

　往復はがきに　往復はがきに「音訳ボランティア講座」「音訳ボランティア講座」と明記の上、と明記の上、住所住所・・氏名氏名((フリガナフリガナ))・・年令年令・・電話電話

番号をご記入ください。番号をご記入ください。

◆締切り◆締切り：：７月２９日７月２９日((金金))必着必着
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　　　　ボランティア体験へのアドバイス　　　　ボランティア体験へのアドバイス

①ボランティア活動する本人が、①ボランティア活動する本人が、 希望施設の職員と、希望施設の職員と、 活動日時活動日時・・内容などを十分話し合う。内容などを十分話し合う。

②初めて活動する施設の場合は、②初めて活動する施設の場合は、 できるだけ事前に施設を訪問し、できるだけ事前に施設を訪問し、 オリエンテーションを受ける。オリエンテーションを受ける。

③できるだけ１つの施設で３日間以上活動を行うこと。③できるだけ１つの施設で３日間以上活動を行うこと。

④ボランティア活動保険に加入する。④ボランティア活動保険に加入する。 （センター窓口で手続きします。（センター窓口で手続きします。 保険料保険料：： 300300円必要）円必要）

　　　　問い合わせ先　　　　問い合わせ先 ：： ５６９８－２５１１５６９８－２５１１

    ７月２日７月２日（土）（土）に水元公園で、に水元公園で、第第11回小学生ボランティア教回小学生ボランティア教

室を開催しました。室を開催しました。

　（Ｎ）　（Ｎ）水元ネイチャープロジェクトの協力のもと、水元ネイチャープロジェクトの協力のもと、水元公園水元公園

を昭和３０年代の池を再現させるために、を昭和３０年代の池を再現させるために、ブルーギル等特定外ブルーギル等特定外

来種を釣って、来種を釣って、数を減らす活動を体験しました。数を減らす活動を体験しました。当日は雨も降当日は雨も降

らず釣り日和で、らず釣り日和で、２３組の家族２３組の家族（小学生３１名、（小学生３１名、保護者３３名）保護者３３名）

が参加してくれました。が参加してくれました。

    釣る前にまず、釣る前にまず、餌となるミミズを集めます。餌となるミミズを集めます。ボランティア活ボランティア活

動するために、動するために、活動の準備も自分たちで行います。活動の準備も自分たちで行います。みんなで、みんなで、

スコップ等で土を掘り返し、スコップ等で土を掘り返し、ミミズを探しました。ミミズを探しました。ミミズを十ミミズを十

分集めたら、分集めたら、釣り開始です。釣り開始です。大きなブルーギルが釣れて、大きなブルーギルが釣れて、記念記念

撮影する家族や釣りをするのが久々だと話してくれた家族もお撮影する家族や釣りをするのが久々だと話してくれた家族もお

り、り、みんなで楽しそうに活動していました。みんなで楽しそうに活動していました。約１時間３０分釣約１時間３０分釣

りをし、りをし、合計３０９匹のブルーギルを釣ることができました。合計３０９匹のブルーギルを釣ることができました。

小学生からは、小学生からは、魚を釣れて楽しかった、魚を釣れて楽しかった、よかった等の感想をいよかった等の感想をい

ただきました。ただきました。

    今回のボランティア教室が、今回のボランティア教室が、身近なところでボランティア活身近なところでボランティア活

動を行うきっかけにつながることを願います。動を行うきっかけにつながることを願います。

2323年度第１回年度第１回

　小学生ボランティア教室報告　小学生ボランティア教室報告
 

 

＜家族でミミズ探し中です。＜家族でミミズ探し中です。なかなかミミズなかなかミミズ

が見つからない家族もいたようです。が見つからない家族もいたようです。＞＞

＜釣りに慣れているお父さんが大活躍し＜釣りに慣れているお父さんが大活躍し

ているようです。ているようです。家族にアドバイスをし家族にアドバイスをし

ていました。ていました。＞＞

夏休みにボランティア体験を希望される方へ！夏休みにボランティア体験を希望される方へ！
ボランティアセンターでは、ボランティアセンターでは、夏休みにボランティア体験をされる方に、夏休みにボランティア体験をされる方に、以下のサポートを以下のサポートを

いたします。いたします。詳しいこと、詳しいこと、不明な点は下記までお問い合わせください。不明な点は下記までお問い合わせください。

((１１) ) 葛飾区内のボランティアを募集している施設の情報を提供します。葛飾区内のボランティアを募集している施設の情報を提供します。

                ・・「ボランティア募集施設案内「ボランティア募集施設案内（保育園編）」（保育園編）」

                ・・「ボランティア募集施設案内「ボランティア募集施設案内（高齢者、（高齢者、障害者、障害者、児童施設編）」児童施設編）」

                                                                                                          希望される方にお渡しします。希望される方にお渡しします。

((２２) ) ボランティア保険への加入について、ボランティア保険への加入について、ご説明します。ご説明します。

((３３) ) 細菌検査細菌検査((検便検便))を行う施設への対応について、を行う施設への対応について、ご説明します。ご説明します。
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ボランティア募集ボランティア募集  

　　活動内容によって高齢者活動内容によって高齢者・・障害者障害者・・児童児童・・その他の４分野に分けて表示しています。その他の４分野に分けて表示しています。

　高　高 == 高齢者　障高齢者　障 == 障害者　児障害者　児 == 児童クラブ児童クラブ・・保育園　他保育園　他 == その他その他

＜就労支援センター＜就労支援センターFantasia(Fantasia(ファンタジアファンタジア))　ボランティア＞　ボランティア＞

内容内容：：障がい者作業所での見守り障がい者作業所での見守り・・作業手伝い作業手伝い

日時日時：：月～金　午前９時～午後５時月～金　午前９時～午後５時（曜日（曜日・・時間自由）時間自由）

活動場所活動場所：：就労支援センター就労支援センターFantasiaFantasia（細田（細田5-16-115-16-11））

募集人員募集人員：：２名。２名。男女問いません。男女問いません。

＜きね川福祉作業所　ボランティア＞＜きね川福祉作業所　ボランティア＞
内容内容：：作業補助、作業補助、レクリエーションサポートレクリエーションサポート((毎木曜毎木曜))

日時日時：：月～金　午前９時～午後３時３０分月～金　午前９時～午後３時３０分

活動場所活動場所：：きね川福祉作業所きね川福祉作業所（東四つ木（東四つ木 3-8-103-8-10））

募集人員募集人員：：５名５名

＜水元そよかぜ園　サマーフェスタボランティア＞＜水元そよかぜ園　サマーフェスタボランティア＞

内容内容：：夏祭り会場でのボランティア夏祭り会場でのボランティア

日時日時：：８月１３日８月１３日（土）　午後３時３０分～９時（土）　午後３時３０分～９時

活動場所活動場所：：水元そよかぜ園水元そよかぜ園（水元（水元 5-16-115-16-11））

募集人員募集人員：：高校生以上８０名。高校生以上８０名。男女問いません。男女問いません。

障

障

＜ココチケア住宅　手芸サークル講師ボランティア＞＜ココチケア住宅　手芸サークル講師ボランティア＞

内容内容：：高齢者住宅内での手芸講師として指導高齢者住宅内での手芸講師として指導・・助言助言

活動日活動日：：月２～３回程度月２～３回程度

活動場所活動場所：：ココチケア住宅ココチケア住宅（東新小岩（東新小岩 2-25-12-25-1 とと 8-8-118-8-11））

募集人員募集人員：：女性１～２名女性１～２名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:０１２０－５４－１１３００１２０－５４－１１３０

　　FAX:FAX:５６７２－３１３０５６７２－３１３０

　担当　担当：：石井石井【いしい】【いしい】

高

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:５６６８－４８６８５６６８－４８６８

　　FAX:FAX:５６６８－４８６６５６６８－４８６６

　担当　担当：：関口関口【せきぐち】【せきぐち】

障
連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:３６０７－５６５６３６０７－５６５６

　　FAX:FAX:５６９９－１６６６５６９９－１６６６

　担当　担当：：村澤村澤【むらさわ】【むらさわ】

＜デイサービス茶々　レクリエーション＜デイサービス茶々　レクリエーション・・季節行事ボランティア＞季節行事ボランティア＞

内容内容：：手芸、手芸、楽器演奏、楽器演奏、園芸、園芸、将棋、将棋、囲碁など囲碁など

日時日時：：月～土　正午～３時月～土　正午～３時（週１回）（週１回）

活動場所活動場所：：デイサービス茶々デイサービス茶々（西亀有（西亀有 1-2-131-2-13））

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:５６８０－８２７２５６８０－８２７２

　　FAX:FAX:５６８０－８２７３５６８０－８２７３

    担当担当：：吉田吉田【よしだ】【よしだ】

高

＜いろりの里　将棋などのボランティア＞＜いろりの里　将棋などのボランティア＞
内容内容：：デイサービスでの将棋デイサービスでの将棋((水曜水曜))、、将棋将棋･･麻雀麻雀･･囲碁囲碁((木曜木曜))

日時日時：：水水・・木　午後１時以降１～２時間木　午後１時以降１～２時間（隔週でも可）（隔週でも可）

活動場所活動場所：：いろりの里いろりの里（白鳥（白鳥 3-6-123-6-12））

募集人員募集人員：：男性１名男性１名

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:６６６２－９６８７６６６２－９６８７

　　FAX:FAX:６６６２－９６５３６６６２－９６５３

　担当　担当：：皆川皆川【みながわ】【みながわ】

高

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:３６９４－１５７７３６９４－１５７７

　　FAX:FAX:５６９８－１７５７５６９８－１７５７

　担当　担当：：桐ヶ谷桐ヶ谷・・澤口澤口【きりがや【きりがや・・さわぐち】さわぐち】

＜歌声コンサート＜歌声コンサート in  in かつしか　ボランティア＞かつしか　ボランティア＞
内容内容：：歌の伴奏か司会歌の伴奏か司会

日時日時：：毎月第４日曜午前毎月第４日曜午前

活動場所活動場所：：シニア活動支援センターシニア活動支援センター（立石（立石 6-38-116-38-11））

他連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:０９０－２７６４－８５１９０９０－２７６４－８５１９

　　FAX:FAX:３６０８－３８６６３６０８－３８６６

　担当　担当：：椎橋椎橋【しいはし】【しいはし】
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＜サークルせせらぎ　お弁当調理ボランティア＞＜サークルせせらぎ　お弁当調理ボランティア＞
内容内容：：高齢者の方へお届けするお弁当の調理高齢者の方へお届けするお弁当の調理

日時日時：：毎月第２毎月第２・・３３・・４火曜日４火曜日（８～９月はお休み）（８～９月はお休み）

          　午前９時～午後１時　午前９時～午後１時

活動場所活動場所：：ウィメンズパルウィメンズパル（立石（立石 5-27-15-27-1））

募集人員募集人員：：１～２名　※検便が必要になります１～２名　※検便が必要になります

＜東京都ローリングバレーボール連盟　大会ボランティア＞＜東京都ローリングバレーボール連盟　大会ボランティア＞
内容内容：：大会会場設営大会会場設営・・片付け、片付け、車イスのタイヤ拭き、車イスのタイヤ拭き、

              試合中のコート内のモップかけなど試合中のコート内のモップかけなど

日時日時：：８月１４日８月１４日（日）　午前９時～午後５時（日）　午前９時～午後５時（昼食あり）（昼食あり）

活動場所活動場所：：葛飾区総合スポーツセンター葛飾区総合スポーツセンター（奥戸（奥戸 7-17-17-17-1））

募集人員募集人員：：５名。５名。男女問いません。男女問いません。

障

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

    かつしかボランティアセンターかつしかボランティアセンター

　　TEL:TEL:５６９８－２５１１５６９８－２５１１

　担当　担当：：山野辺山野辺【やまのべ】【やまのべ】

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　TEL:TEL:３３８０－５７８６３３８０－５７８６

　　FAX:FAX:３３８０－５７８６３３８０－５７８６

　担当　担当：：吉弘吉弘【よしひろ】【よしひろ】

ＮＰＯ法人ハンガーＮＰＯ法人ハンガー･･ フリーフリー･･ ワールドワールド(( ＨＦＷＨＦＷ)) イベント情報イベント情報

◆イベント名◆イベント名

　ウガンダチーム活動説明会　ウガンダチーム活動説明会

◆内容◆内容

　在日ウガンダ人と日本人のボランティア　在日ウガンダ人と日本人のボランティア

　が、　が、一緒にわきあいあいと活動していま一緒にわきあいあいと活動していま

　す。　す。１年に３～４回、１年に３～４回、ウガンダ料理イベンウガンダ料理イベン

　トの企画　トの企画・・運営をするのが主な活動で、運営をするのが主な活動で、月月

　１回程度土曜日にミーティングを開いてい　１回程度土曜日にミーティングを開いてい

　ます。　ます。英語ができなくても大丈夫！ウガン英語ができなくても大丈夫！ウガン

　ダチームにあなたも参加してみませんか。　ダチームにあなたも参加してみませんか。

◆日時　７月２３日◆日時　７月２３日(( 土土)) 　午後３時～５時　午後３時～５時

　　　　８月　　　　８月    ８日８日((月月))　午後７時～９時　午後７時～９時

◆会場　ＨＦＷ事務所◆会場　ＨＦＷ事務所

◆参加費　無料◆参加費　無料

◆申込方法◆申込方法

　事前にＨＦＷ事務局までお申し込みくださ　事前にＨＦＷ事務局までお申し込みくださ

　い。　い。

◆連絡先◆連絡先

　ＮＰＯ法人ハンガー　ＮＰＯ法人ハンガー･･ フリーフリー･･ ワールドワールド

　　T E LT E L ：：３２６１－４７００３２６１－４７００

　　F A XF A X ：：３２６１－４７０１３２６１－４７０１（担当（担当：：吉田）吉田）

　〒　〒102-0072 102-0072 千代田区飯田橋千代田区飯田橋4-8-134-8-13
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  山商ビル７階山商ビル７階

　　E-mailE-mail　　hfwoffice@hungerfree.nethfwoffice@hungerfree.net
  URL  http://www.hungerfree.net/event/  URL  http://www.hungerfree.net/event/
       event10.html       event10.html

第一生命　新小岩オフィス第一生命　新小岩オフィス

チャリティバザー開催のご案内とご協力のお願いチャリティバザー開催のご案内とご協力のお願い

高

日時日時：：９月１７日９月１７日（土）　午前１０時～午後１時（土）　午前１０時～午後１時

会場会場：：第一生命新小岩オフィス第一生命新小岩オフィス（新小岩（新小岩1-48-141-48-14））

「チャリティバザー」「チャリティバザー」への出展も受け付けております。への出展も受け付けております。使うことなく眠っている贈答品等使うことなく眠っている贈答品等

ございましたら、ございましたら、ご協力よろしくお願いいたします。ご協力よろしくお願いいたします。

連絡先連絡先・・問合せ問合せ：：

　　第一生命保険株式会社　新小岩営業オフィス第一生命保険株式会社　新小岩営業オフィス

　　TEL:TEL:０５０－８６０１－２０４２０５０－８６０１－２０４２
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区内在住満６５歳以上の方で、区内在住満６５歳以上の方で、サポーター登録をした方が受入施設で、サポーター登録をした方が受入施設で、掃除などの軽作業、掃除などの軽作業、話し相手、話し相手、余余

暇活動の支援など、暇活動の支援など、個々の施設に応じたお手伝い個々の施設に応じたお手伝い（サポーター活動）（サポーター活動）を行うと、を行うと、その活動時間に応じて評その活動時間に応じて評

価ポイント価ポイント（１時間＝１００ポイント）（１時間＝１００ポイント）がつきます。がつきます。ポイントは年度毎に集計され、ポイントは年度毎に集計され、ご本人の申出によりご本人の申出により

評価ポイント数に応じた交付金評価ポイント数に応じた交付金（１００ポイント＝１００円）（１００ポイント＝１００円）を支給します。を支給します。

※※ 交付金は年間５交付金は年間５,,０００円が上限です。０００円が上限です。　　

《説明会《説明会・・研修会》研修会》

◆内容　①制度の概要説明、◆内容　①制度の概要説明、②活動にあたっての心構え、②活動にあたっての心構え、③登録手続き③登録手続き

◆定員　４０名◆定員　４０名（先着順）（先着順）

◆日程◆日程・・会場会場

　　    ７月１６日７月１６日((土土) ) ウェルピアかつしか１階ボランティア活動室ウェルピアかつしか１階ボランティア活動室

　　    ９月１２日９月１２日((月月) ) 金町地区センター４階会議室金町地区センター４階会議室

◆時間　いずれも午後１時３０分～４時◆時間　いずれも午後１時３０分～４時

◆申込方法　前日までに電話またはＦＡＸ◆申込方法　前日までに電話またはＦＡＸ((氏名氏名・・住所住所・・電話番号電話番号・・年齢を明記の上年齢を明記の上))で申し込みください。で申し込みください。

※当日は介護保険証をお持ちください。※当日は介護保険証をお持ちください。

ブイブイ
 ③③

アロハアロハ・・エコーズのご紹介エコーズのご紹介

ハワイ。ハワイ。どこまでも青く澄んだ空と海。どこまでも青く澄んだ空と海。花花

の香りを伝える甘い空気。の香りを伝える甘い空気。自然は本当に美自然は本当に美

しく憧れのパラダイス。しく憧れのパラダイス。その文化と風土のその文化と風土の

中に生まれた音楽と踊り中に生まれた音楽と踊り((フラフラ))は甘く優しは甘く優し

い音色で誰でも人々の心に安らぎを与えまい音色で誰でも人々の心に安らぎを与えま

す。す。ハワイアンに馴染みのない方々も魅了ハワイアンに馴染みのない方々も魅了

します。します。

区内のハワイアンが三度の食事より好きな区内のハワイアンが三度の食事より好きな

メンバーが集い、メンバーが集い、平成平成1515年に約年に約4040年ぶり年ぶり

に再結成しました。に再結成しました。主に代表的なハワイア主に代表的なハワイア

ンを演奏しています。ンを演奏しています。

腕前は最高で最高齢！皆様から腕前は最高で最高齢！皆様から「オヤジバ「オヤジバ

ンドですか？」ンドですか？」と聞かれますが、と聞かれますが、「違いま「違いま

すジイチャンバンドです」すジイチャンバンドです」と返事をしていと返事をしてい

ます。ます。

高齢者施設から曲がわかるか心配する問合高齢者施設から曲がわかるか心配する問合

せがありますが、せがありますが、私共も同年代で、私共も同年代で、若い時若い時

の流行曲を演奏するので大丈夫です。の流行曲を演奏するので大丈夫です。

新葛飾ロイヤルクリニック、新葛飾ロイヤルクリニック、地域福祉障害地域福祉障害

者センター喫茶ミモザ、者センター喫茶ミモザ、またウェルピアままたウェルピアま

つりなどにも出演し活動しています。つりなどにも出演し活動しています。

８月にも喫茶ミモザで演奏しますので、８月にも喫茶ミモザで演奏しますので、ぜひぜひ

皆様お越しください。皆様お越しください。

これからも微力ですがボランティア活動に頑これからも微力ですがボランティア活動に頑

張っていく所存です。張っていく所存です。よろしくお願い申し上よろしくお願い申し上

げます。げます。

 

Ｖネットとは？Ｖネットとは？

ボランティア団体及び個人ボランティアのボランティア団体及び個人ボランティアの

相互交流と協力により、相互交流と協力により、ボランティア活動ボランティア活動

を推進しています。を推進しています。
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このような形でご協力くださるお店このような形でご協力くださるお店・・施設などを募集しています。施設などを募集しています。

ボランティアセンターまでお電話ください。ボランティアセンターまでお電話ください。みなさんのご理解みなさんのご理解・・ご協力をお願い申し上げます。ご協力をお願い申し上げます。

区内の各駅でも配布しています。区内の各駅でも配布しています。

どうぞご利用ください！どうぞご利用ください！

 

＊公共施設＊＊公共施設＊　葛飾区広報課、　葛飾区広報課、生涯学習課、生涯学習課、各地区センター、各地区センター、区内図書館１０館、区内図書館１０館、学び交流館４館、学び交流館４館、区内各駅、区内各駅、

　　    葛飾警察署、葛飾警察署、シニアＩＴシニアＩＴ･･活動情報サロン、活動情報サロン、ウィメンズパル、ウィメンズパル、福祉事務所東庁舎、福祉事務所東庁舎、市民活動支援センター市民活動支援センター

＊保育園＊＊保育園＊　高砂保育園　高砂保育園

＊医療関係＊＊医療関係＊　嬉泉病院、　嬉泉病院、東部地域病院、東部地域病院、慈恵医大青戸病院、慈恵医大青戸病院、葛飾ロイヤルケアセンター、葛飾ロイヤルケアセンター、四ツ木診療所、四ツ木診療所、

　　アサヒ薬局　　アサヒ薬局((四つ木四つ木))、、秋山歯科クリニック秋山歯科クリニック((東金町東金町))、、野谷治療院野谷治療院((亀有亀有))、、髙木整骨院髙木整骨院((亀有亀有))

＊商店＊＊商店＊　イトーヨーカ堂四つ木店　イトーヨーカ堂四つ木店・・綾瀬店綾瀬店（いずれもサービスカウンター）、（いずれもサービスカウンター）、コープとうきょう亀有店コープとうきょう亀有店

＊＊高齢者関係施設＊高齢者関係施設＊　中川園、　中川園、水元園、水元園、西水元あやめ園、西水元あやめ園、水元ふれあいの家、水元ふれあいの家、デイサービストーリツ、デイサービストーリツ、かわかわ

　　せみデイサービスセンター、　　せみデイサービスセンター、シルバーシルバー・・サポートサポート・・コスモス、コスモス、奥戸くつろぎの郷、奥戸くつろぎの郷、いろは福祉会、いろは福祉会、東四つ東四つ

　　木在宅サービスセンター、　　木在宅サービスセンター、東四つ木ほほえみの里、東四つ木ほほえみの里、西新小岩在宅サービスセンター、西新小岩在宅サービスセンター、すずうらホーム、すずうらホーム、葛葛

　　飾やすらぎの郷、　　飾やすらぎの郷、おーぷんはうす金町、おーぷんはうす金町、グループホーム愛和グループホーム愛和  ハート＆ハートかつしか、ハート＆ハートかつしか、デイサービスセデイサービスセ

　　ンターすこやか、　　ンターすこやか、お花茶屋ロイヤルケアセンター、お花茶屋ロイヤルケアセンター、デイサービスセンター堀切菖蒲園、デイサービスセンター堀切菖蒲園、デイサービスセンデイサービスセン

　　ター水元、　　ター水元、亀有在宅サービスセンター、亀有在宅サービスセンター、東堀切在宅サービスセンター、東堀切在宅サービスセンター、東新小岩在宅サービスセンター、東新小岩在宅サービスセンター、

エトワール、エトワール、地域包括支援センター堀切地域包括支援センター堀切

＊障害者関係施設＊＊障害者関係施設＊　西水元福祉館、　西水元福祉館、こすもす、こすもす、高砂福祉館、高砂福祉館、鎌倉福祉館、鎌倉福祉館、奥戸福祉館、奥戸福祉館、白鳥福祉館、白鳥福祉館、

　　かがやけ共同作業所、　　かがやけ共同作業所、しょうぶエバンズ、しょうぶエバンズ、あすなろの家、あすなろの家、さくらハウス、さくらハウス、地域活動支援センターもっく、地域活動支援センターもっく、

　　グループまどかⅡ、　　グループまどかⅡ、のぞみ発達クリニック、のぞみ発達クリニック、第２あすなろの家第２あすなろの家

＊その他＊＊その他＊かがやき友の会、かがやき友の会、子育てひろば子育てひろば｢｢わかばわかば｣｣、、((ＮＮ))花いっぱい、花いっぱい、㈱愛和㈱愛和  鎌倉営業所、鎌倉営業所、ふれあいサロンふれあいサロン

『第１４回バリアフリーダイビング全国大会『第１４回バリアフリーダイビング全国大会

                           in                           in 沖縄に今年も車イスで参沖縄に今年も車イスで参加加してきまししてきました！』た！』

～車イスで生活されている方からの投稿です～～車イスで生活されている方からの投稿です～

命どう宝～心はひとつ、命どう宝～心はひとつ、みんなで命を支みんなで命を支

えあおう！～をテーマに那覇市で開催さえあおう！～をテーマに那覇市で開催さ

れました。れました。障がい者と健常者が沖縄のエ障がい者と健常者が沖縄のエ

メラルドグリーンの海で、メラルドグリーンの海で、スキューバダスキューバダ

イビングを通して触れあい、イビングを通して触れあい、心を通わせ、心を通わせ、

喜びや感動を共有することができる喜びや感動を共有することができる

素晴らしい大会です。素晴らしい大会です。

「沖縄美ら海「沖縄美ら海(( ちゅらうみちゅらうみ)) 水族館」水族館」にも行にも行

きき､､ 直接魚に触れて学ぶ教室に参加した視直接魚に触れて学ぶ教室に参加した視

覚障がいの方達は、覚障がいの方達は、新しい体験に感動し新しい体験に感動し

大喜びでした。大喜びでした。      かつしか福祉グループかつしか福祉グループ

                                    髙髙  田田  和和  江江

 

先月に引き続き、先月に引き続き、今月もスカイツリーの写真今月もスカイツリーの写真

をいただきました。をいただきました。

高所用クレーンが２基ともなくなり、高所用クレーンが２基ともなくなり、低いク低いク

レーンだけになったことがわかります。レーンだけになったことがわかります。


